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調理文化比較研究
― 日本と韓国におけるユズの利用法について ―
A Comparative Study of Cooking Cultures
- Focus on Usage of Yuzu in Japan and Korea Yuzu (Citrus junos Sieb. ex Tanaka), a fruit originally from China, was introduced to Korea and
Japan many centuries ago, and in recent years, cultivation of yuzu in both countries has flourished.
In the 1980s, Japanese chefs first introduced yuzu and its various uses to French chefs. Yuzu came
to be known throughout the EU as the aroma of Japan, and exports of fresh yuzu to that region
started in 2012. In China, the rise in imports of yuzu tea from Korea is said to be causing more
Chinese to believe that yuzu is native to Korea. The objective of this study was to shed light on the
different uses of yuzu in Japan and Korea.
We investigated traditional usage of yuzu in cooking and sweets-making as found in cookbooks;
investigated key yuzu products available on the market; and compared production lines at yuzu
processing factories in yuzu-growing regions.
In Japan, the main uses found were as follows: 1) yuzu fruit juice in ponzu and seasoning;
2) fresh yuzu rind for flavoring dishes and used in the spicy condiment yuzu-kosho; 3) in heated
preserved foods like yubeshi and yuzu-miso. In Korea, we found: 1) the main use is in the
production of candied yuzu, called yuja-cheong; 2) yuja-cheong is in turn used in tea; 3) many
sweets and sauces are also made from yuja-cheong.
In Japan, the rind and juice of the yuzu is usually separated and used fresh or heated through.
In comparison, yuzu in Korea is most commonly candied and the candied form is used in a variety
of ways. We feel this study on the different usages for yuzu in Japan and Korea provides useful
insight and general appeal to people all over the world on the differences in Japanese and Korean
food culture in general.
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1. はじめに
本稿では、調理文化の国際比較という視点で、日本と韓国のユズ利用法の違いを調査した結果を報
告する 1 。本調査を始めたきっかけは、日本の食材としてヨーロッパでも人気の高いユズが、近年、中国
では韓国らしい食材として注目されていると聞いたことにある。ユズは無性生殖を無限に繰り返す特性
を持つため 2 、遺伝学的には日本と韓国のユズは類似している。そのため、植物学的にどちらの国に特
有の作物であるかは特定しづらく、違いがあるとすれば、その利用法に食文化的差異があると考えるに
至った。
ユズ（ Citrus junos Sieb. ex Tanaka ）は、カンキツの分類を行った田中長三郎が中国長江上流に
自生していることを報告し中国原産とされる。奈良時代前後にはすでに日本に伝来して定着していたと
考えられており、京都市嵯峨水尾をはじめとして埼玉県や高知県等、日本各地に古くからのユズ産地
がある。日本には酸度の高い果汁を利用する香酸カンキツが40 種以上もあるとされ、その中でもとくにユ
ズ、スダチ、カボスの生産割合は高い 3 。高知、徳島、大分など香酸カンキツの産地では、酢の代わりに
酸味の強い香酸カンキツ果汁を利用する習慣がある。
1980 年代から日本の料理人とフランス料理人の交流を通して、主に懐石料理におけるユズの使い方
がフランスに紹介された。また、沢村ら（ 2000, 2009 ）によってユズ精油の特性が国内外の学会等で紹
介され、ヨーロッパでは Yuzu は日本の香りとして認識されるようになった。2012 年に高知県北川村から
EU へのユズ果実輸出が始まり、ヨーロッパの料理界では、ユズを冬の特徴的な食材のひとつとして活
用するようになっている。
一方、韓国からのゆず茶輸入が増加した中国では、ユズは韓国の香りとして知られるようになった。
これまでユズ生産は主に日本と韓国の二か国で行ってきたが、近年中国での栽培も始まった。韓国から
のゆず茶の輸出量は10,464t（ 2009）から14,713t（ 2014 ）に増加し、その約 90％は中国、日本、香港、
台湾向けである4 。
情報のグローバル化と流通の発達により、現代社会では各国の食文化は互いに影響しあい、以前に
比べ伝播・受容・変容のスピードが速くなっている。そのため、今現在の食文化の在り様を記録して未
来に残していくことが必要である。本研究は、日韓で特徴的な作物であるユズとその利用法に着目した。
研究目的は 1 ）日韓両国の近年におけるユズ栽培状況を把握すること、2 ）両国の基本的なユズ利
用法の違いを明らかにすること、3 ）市場の事例を通して日韓ユズ利用法の現在の変化の傾向をとらえ
ること、以上 3点である。

1 本稿は次の論文を部分的に抜粋し加筆したものである。
福留奈美：日本と韓国のユズ利用法の比較 , 伝統食品の研究 , No.43（ 2016 年 3月受理）
2 ユズ、ダイダイ、ライム、レモンなど主なカンキツ類は多胚性品種で、特有の珠心胚が受精胚に代わって成長するこ
とで親とまったく同じ植物が再現される性質を持つ。
3 農林水産省統計 , 特産果樹生産出荷実績調査
4 韓国農水産食品流通公社

種類別栽培状況（全国）かんきつ類の果樹

輸出統計 KATI
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2. 方

法

栽培状況については、日韓の省庁で公開している統計データを基に、2012 年の韓国と日本の地域別
ユズ収穫状況（図 1）
、日本と韓国の地域別ユズ収穫量と栽培面積の割合（図 2 , 3 ）
、日本と韓国のユ
ズ収穫量と栽培面積の年次推移（図 4 , 5 ）を示した。韓国の生産状況については、高興郡、南海郡、
巨済市、ソウルでの聞き取り
（2013 年 8月～ 2015 年 4月）
、日本では 2012 年以来筆者がユズ産地で聞
き取りした内容を含めて考察を加えた。また、日韓の収穫方法の違いと高知県におけるユズ搾汁器の
例を示した（図 6 ）。
両国での利用法の違いについて、ユズ生産が最も盛んな高知県および高興郡（韓国、全羅南道）
の農協加工施設を視察し、ユズ製品の加工工程の比較を行った（図 7 , 8 ）。韓国のユズ瓶詰加工品
であるユジャチョン（ユズ砂糖漬け）とユジャチャ
（ゆず茶）の原料の違いを示した（図 9 ）。また、ソウル
在住の手作りにこだわる主婦を訪ね、家庭内でのユジャチョンの加工工程を記録し（図 10 ）工場と比較
した。料理書等の文献からと市場のユズ製品の情報を集め、ユズを使う料理・菓子・飲物等の利用例
をまとめた（表 1 , 2）
。
また、両国で特徴的な利用法が他方でどのように受け入れられているかをみるため、日本の「ゆず
茶」利用（図 11）
、韓国のユズ果汁利用（図12）をそれぞれ例として示した。最後に、本調査での気づ
きをもとにしたユズ利用に関連する今後の研究課題について述べた。

3. 結

果

3-1. ユズ栽培の現況
図 1に示したように、韓国のユズ栽培は南部の全羅南道、慶尚南道、済州道の 3 道に集中して他地
域では行われていないのに対し、日本では四国 3 県、九州 2 県に集約しているものの、国土の広い範囲
で小規模生産がされている点で違う。

※ 高興郡と莞島郡は全羅南道の二大生産地
※ 慶尚南道の南海郡は古い産地
※ 本調査では、高興郡（全羅南道）、南海郡・
巨済市（慶尚南道）を訪問した

※ 農林水産省［特産果樹生産動態等調査］による最北は宮城県、
最南は鹿児島県である。

図 1. 韓国と日本の地域別ユズ収穫状況
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ユズ栽 培の年 次 推 移については、
図 4 に示した通り、日本では 1963 年の
19t が 2012 年には2,216tとなり、1960 年
代後半からの高度経済成長と接ぎ木技
術の普及が重なりユズの経済栽培が急
成長した。日本に 1,300 年前からあった
ユズが農作物として普及したのはこの
図2 . 日本の地域別ユズ収穫量・栽培面積割合

50 年のことである。
韓国についてはデータの得られた年
について図 5 に示した通り、2000 年以
降栽培面積は減少傾向にある。これは、
最大産地の高興郡はほぼ横ばいで、済
州島では 2010 年以降増加傾向にあるも
のの、慶尚南道での減少が著しいため
である。この変遷については、慶尚南道
の南海郡、巨済市のユズ生産者への聞

図3 . 韓国の地域別ユズ収穫量・栽培面積割合

き取りをもとに要約して示す。
南海は、実生ユズの古木があることで
知られる古い生産地である。かつてユズ
は高額で取引され、ユズの木は「大学
の木」と呼ばれて一本あれば子どもを大
学に行かせられる程の収入が得られた。
大木からは 1000 個以上の実がとれたと
いう。

図4 . 日本のユズ収穫量・栽培面積の年次推移

南海の東に隣接する巨済では、ユズ
の価値が高いことから 30 年程前にユズ
栽培への新規参入者が急増し、その後
ユズの価格が下がった。20 年程前から
ユズ農家は造船業への転換を図り、栽
培面積も収穫量も減少傾向にある。並行
してユズ栽培・加工の効率化が進み、

図5 . 韓国のユズ収穫量・栽培面積の年次推移

巨済等のユズ栽培先進地から栽培技術
や苗木が移行し、全羅南道の高興郡に

おいてユズ栽培の普及と大規模ユズ加工施設の整備が進められた。
日本最大のユズ栽培地域である高知県では、ユズ等の香酸カンキツを庭先に 1-2 本植えている家庭
が多く、酢の代わりに果汁を利用する。郷土料理として知られる「田舎寿司」や「さばの姿寿司」では、
すし酢にユズ果汁使ってすし飯を作ることが多い。日曜市等の曜日市に行けばユズ果汁が年間通して
買える。冷蔵庫のなかった時代は、ユズ果汁一升当り1～2合の塩を加えて保存性を高め、谷の土中に
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瓶を埋めて保管し通年使用した。とくに実生ユズの果汁は接ぎ木ユズと比べて香りが高く価値あるもの
として認識されている。
ユズの収穫は、果汁の腐敗を避けるために果実に傷を付けないことが最優先される。果実は地面に
落とさず手作業で摘み取る。現在は搾汁工場に青果を出荷する農家が増えたが、かつてはユズ農家
の自家搾汁が基本であった。地元では、木製の搾汁器が工夫されている（図 6 ）。
一方、巨済で確認した収穫方法は、ユズの果実を地面に落とし、落ちた実を拾ってコンテナに回収
する方式であった。果汁利用ではなく、果皮を同重量の砂糖で漬けるため、多少の傷は気にする必要
がないものと考えられた。

図 6 . ユズ農家の手搾り用搾汁器例

3-2 . 日韓のユズ利用法の比較
3-2-1. 日韓のユズ加工工場における工程比較
図 7, 8に日韓の加工工程を示した。
日本では、目的とする製品は果汁であり、果皮は副産物として処理される。香り高い果汁を得るた
めに、外果皮の油胞中の精油を果汁に移すように皮ごとしっかりと圧搾する。2 分割した果実を狭い取
り込み口の圧搾機に通して皮ごと搾り、果汁はふるいに 2 段階でかけて種・果肉とクリームを取り除き、
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-30 ℃の低温で凍結保存して出荷する。出荷された果汁は、必要に応じて解凍され、さまざまな加工品
に利用される。
一方韓国では、目的とする製品は果皮の砂糖漬け（ユジャチョン）であり、果汁は副産物として主に
日本に輸出されてきた。まず、納品されたユズ青果は、表皮の黒い部分やヘタを手作業で除去する。
これはユズ果皮を利用の主目的とする韓国で必須の工程であるが、日本では行わない。洗浄を経て

図 7. 日本のユズ果汁および果皮の加工工程（高知県安芸郡）

図 8 . 韓国のユズ果皮および果汁の加工工程（全羅南道高興郡）
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水切りしてコンベアーで運ばれたユズは、
2 等分された後、圧搾してドラム式分離機
を通して果肉と種を果皮から分離させる。
つづいて果皮中に残る種や果肉を手作業
で除去し、専用の切断機を通してせん切
りにする。計量した果皮せん切りと同重量
の砂糖を混合・撹拌して袋詰めする。細
断する工程も韓国のユジャチョンならでは
の工程である。よい状態の果皮を得るた
めに手作業が多く、人手がいることも韓国
の工程の特徴だった。
非加熱のユズ果皮砂糖漬けであるユ
ジャチョンは、約 1 週間で食べられるように
なるが、ユジャチョンの瓶詰製品はユズ産
地でも少量しか出回らない。ユジャチョン
は、袋詰めコンテナのまま冷凍保存され、
ユジャチャをはじめ様々な加工品原料とし
て業務用に流通させることが多い。ユジャ
チョンは非加熱であるため、色の変化が早

図 9 . 韓国の瓶詰加工品：
ユジャチャ
（柚子茶）とユジャチョン（柚子淸）の原料の違い

く賞味期限が短い。それに対して、ユジャ
チョンに添加物を加えて加熱処理をするユジャチャ
（ゆず茶。ここでは湯に溶く前の甘いペースト状のも
の）は日持ちのよい製品となる。ユジャチャとユジャチョンの原料の違いを図 9に示した。
3-2-2 . 家庭でのユズ加工と利用
図 10 に示したように、家庭で作るユジャチョンは果皮だけでなく果肉も含める点で工場製品とは異な
る。撮影協力をいただいた家庭では、母親から作り方を継承していた。ユズ価格は10kg 、65,000ウォン
（ 2014 年 11 月現在約 6,900 円、高興郡から取り寄せ）で、購入品を無駄なく使い切る工夫として果肉
も入れるとのことであった。果肉が入ることで酸味が強くなるため、ユズの正味重量（ 8kg の青果から
7kg の果皮・果肉がとれる）に少し多めの砂糖・蜂蜜（計 8kg ）を加えていた。
韓国家庭で話を聞いていると、国産であること、また手作りであることに非常に価値を置いていること
がわかる。手間はかかるが手づくりしたユジャチョンは、市販の瓶詰ユジャチャとは別物であり、湯で溶
いてゆず茶として楽しむ他、伝統的なもち米の揚げ菓子サルカンジョン（表 1 参照）に使ったり、シロップ
部分をカンヂャン（韓国醤油）
と合わせてタレに使う等する。台所横の部屋に大きなキムチ冷蔵庫と並ん
で食材の保管棚があり、各種の発酵調味料「醤（ヂャン）」や漬け物類とならび、様々な砂糖漬けが瓶
詰されていた。カンキツ類の伝統的な砂糖 / 蜂蜜漬けにテンジャ
（カラタチの実）がある。カラタチの実
は苦いので食用にはせず、シロップ部分活用する。それに対してユジャチョンは、固形部分もシロップ部
分も両方を効率よく活用できる。
ソウルの青果市場では 11 月から12 月はじめにかけて、ユズの青果が並ぶ。しかし、その季節を逃す
と入手できなくなる。その点日本では、夏から青ユズが出回り、12月になっても冬至のゆず風呂や正月の
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需要で青果が多く流通する。またシーズン以外でも、料理の香り付け用に青果品の入手が可能である。
日本と韓国では、ユズ利用の目的や期間などにも違いがある。

図 10. 韓国家庭でのユジャチョンの作り方

3-2-3 . 韓国の伝統的なユズ利用法
表 1 に示したように 5 、韓国では生の果皮利用は少なく、飲み物のユジャファチェで生の外果皮（フラ
ベド）のせん切りを使うほかは、ほとんどはユジャチョン（砂糖 / 蜂蜜漬け）の二次利用であった。ユジャ
チョンの製法にもいくつかあり、筆者が実際に確認したせん切りタイプのほか、中に詰め物をして丸い形
のままで漬け込む製法が伝統的なユジャチョンとして食文化情報サイトや専門書で紹介されていた。
3-2-4 . 日本のユズ部位別利用法
表 2 に示すように、日本では外果皮のみ、果皮全体、果皮と果肉の両方、果汁の利用例がそれぞれ
にあった。ここでは西洋菓子等への利用も例として含めているが、懐石料理、郷土料理、家庭料理等
で見られる日本の古くからの利用法 6 が多くあることがわかる。とくに日本では、ポン酢へのユズ果汁の利
用や、先に述べた高知県の例のようにユズ果汁を酢の代用品として使う習慣がある。
ユズは、夏からスダチと並行して青ユズを使用し、11 月になると黄色く色づいたユズに秋の深まりと冬
の訪れを感じる。フレッシュな香りを楽しむように、生の果実を直接調理・加工して利用することが多い。

5 農心食文化ライブラリー（ 2014 年 11月、ソウル）で収集した料理本※1－6 を表注釈に記載した。
6 日本の料理書は文献一覧に記載した
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表1. 韓国の伝統菓子・飲料におけるユズ利用例
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大分発祥とされ、近年全国区で人気が高まっているゆず胡椒についても、緑のものは青トウガラシと青
ユズが入手できる8 月おわりから9 月が仕込みの旬である。黄ユズは皮をすりおろしたり細かく刻む等し
てゆず味噌にしたり漬け物等の保存食に利用し、長い期間楽しむ工夫もさまざまある。ユズを丸ごと容
器として活用するゆず釜も特徴的な使い方で、小さめのゆず釡を器に見立てておせちに使ったり、食
材を入れて蒸すこともある。丸柚餅子は、もち粉と味噌・醤油・砂糖などの調味料を組合せてゆず釜に
詰め、蒸し上げてから乾燥させる保存食であり、伝統的な日本特有の利用法といえる。日本では、ユズ
皮の甘煮を茶懐石の八寸に用いたり、現代ではマーマレードやジャムのように砂糖で甘く煮ることはある
が、韓国のように家庭で砂糖漬けを作り、それを菓子や料理に活用することは一般的ではない。
表2 . 日本のユズ部位別利用例
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⏕㩭䠄⏕㣗㻛㍍䛟ຍ⇕䠅
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ᯝỒ㻝㻜㻜㻑䚸䜖䛪䝫䞁㓑䚸䜖䛪⨺⩘䚸䝆䝳䞊䝇䞉㓇➼䛾㣧
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㻔୍㒊ᯝ⓶⏝䜒ྵ䜐㻕 䝮䞉䝅䝱䞊䝧䝑䝖➼䠅䚸䝊䝸䞊䞉䝮䞊䝇➼䚸䝏䝵䝁䞉䜾䝭䞉䜻䝱䞁
䝕䜱➼䚸䛭䛾〇Ⳬᮦᩱ䛸䛧䛶䚸䝺䝰䞁䛾௦⏝䛸䛧䛶➼
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※ 食用以外では、化粧水（種）、風呂（果実）等の利用がある
1） ふりゆずのほかに、様々な飾り切りが用いられる。例）刻みゆず、針ゆず、糸きりゆず、
長ゆず、松葉ゆず、折れ松葉ゆず、三本松葉、へぎゆず、満月ゆず、かけゆず、
花びらゆず、紅葉ゆず、色紙ゆず、末広ゆず、褄型ゆず、短冊ゆず等
2） ゆず釜のアレンジとして、葉つきゆず釡、ゆずの菊釡、青柚子の割り山椒釡（カボス
の応用）等がある

3-3 . 市場の製品にみる異文化交流の傾向
近年日本において、ゆず茶を見かける機会が増えた。利用例について調べた結果、ゆず茶を日本的
なメニューの材料として使用している例や、韓国的飲み方との説明なしにゆず茶がコーヒーショップで提
供されている例、非加熱であることを売りにした国産ゆず茶の例など、さまざまな場面でゆず茶（ユズの
砂糖漬けおよびその加工品）の利用が日本の中で定着しつつあることを確認した。
一方、韓国では、ユズ果汁を利用した製品が増えつつある。これまでユジャチョン製造の副産物で
あったユズ果汁を活用するために、希釈してユズ飲料にできるユズシロップやユズジュース、酒の開発
が進んでいることを定期的に韓国を訪問する中で確認した。
2014 年 11 月に高興郡農協施設工場を視察した折、担当者からユズシロップの試飲を勧められた。
ユズ果汁に加糖し蜂蜜を加えた液体で、筆者にとっては十分甘くおいしいと思えるものであったが、工
場長も町役場職員も一様に顔をしかめてすっぱすぎるという評価をしていたのが印象的であった。
日本では香酸カンキツの果汁を混合したポン酢がよく利用され、近年、ゆずポン酢の種類も増えてい
る。醤油と同じソイソースであるカンヂャンを有する韓国では、酢と合わせたチョカンヂャン（酢醤油に
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図11. 日本の「ゆず茶」利用例

図 12 . 韓国のユズ果汁利用例

あたるもの）をチヂミ等のつけダレとしてよく食べる。しかし、カンヂャンと柑橘果汁を合わせるポン酢のよ
うな利用はほとんどない。製品化されたゆずポン酢を2015 年時点で1 種類確認できたのみである。
日韓中への訪問経験が豊富なカンキツ専門の研究者から、韓国と日本ではカンキツの酸味に対す
る嗜好傾向に違いがあるのではという指摘をいただいている。乳酸発酵が進んだ酸っぱいキムチを
食べ慣れている韓国人は酸味に強いという見方もあるが、柑橘果汁に対する酸味許容範囲には日本
と韓国で、あるいは地域による嗜好性の違いがあるものと考えられる。これについては、別途研究課
題としたい。
2013 年から定期的にソウル訪問をしている中で、コンビニエンスストアでペットボトルのユズジュースを
確認したのは 2014 年秋以降であった。その後、ユズジュースは定番商品となり、瓶入りまたはペットボト
ルの商品をコンビニで入手可能となった。日本でも、冬になると大手メーカーのユズジュースがコンビニや
自動販売機で買える。日本のユズ産地では、フレッシュのユズ果汁をふんだんに使用し水と蜂蜜のみで
調製した白濁したタイプのユズジュースも一般的である。韓国でも、今後どのようなユズ飲料が売り出さ
れるか、観察を続けたい。
ユズドレッシングは、韓国の現代的なユズ利用法のひとつとして度々見かけたものである。韓国料理
店でもサラダによく使われ、また大手百貨店の食品コーナー等にもある。ユズドレッシングの日韓の違い
は、韓国ではドレッシングの香り付けと甘味づけのためにユジャチョンを使い、日本では酢の代用品とし
てユズ果汁を使うという点である。
西洋から入ってきた新しい料理に自国の食材としてユズを使うとき、両国でそれまでに培われてきた基
本的な利用法の違いがおのずと現れた結果であろう。食文化は互いに影響しあい交じり合っていくが、
根本的な違いまでもが変わるには時間がかかる。日韓のユズ利用の共通項は香りを楽しむという点であ
るが、根本的な違いとして、韓国は甘味としてのユジャチョン利用があり、日本では酸味としてのユズ果
汁利用があると考えられた。

11

4. 結

論

ユズ栽培は、戦後 50 年をかけて日本と韓国で盛んになった。日韓のユズ利用法は、韓国ではユジャ
チョン（非加熱の砂糖 / 蜂蜜漬け）の加工とユジャチョンの二次利用が主であるのに対し、日本では年
間通しての果汁利用および青果の生食および生果皮の非加熱 / 加熱利用法が複数ある点で異なって
いた。
以上の基本的な違いにより、砂糖漬け（ユジャチョン、およびゆず茶）は韓国スタイルのユズ利用法で
あり、果汁および青果の果皮・果実の非加熱 / 加熱利用（砂糖漬け以外）は日本スタイルの利用法で
あると結論づけた。アジアの国の一員として、自国特有の食文化をとらえるだけでなくアジア各国との詳
細な違いを確認できたことは意義深い。今後は、たとえば欧米の料理人がユズを利用する際に、日本ス
タイルか、また韓国スタイルの調理法であるかを正しく認識して料理名等に反映してもらうように、本研
究の結果を伝えていきたい。
また近年、日本でのゆず茶の生産と利用、韓国でのユズ果汁利用の機会増大の傾向があり、両国
の利用法の相互取り入れが進んでいることを確認した。今後も相互に影響を受け合いながら利用法は
入り混じっていくものと予想される。引き続き定点観測を行ない、ユズの利用法の伝播と変容をとらえる
研究につなげていきたい。

5 . 今後の展開
日韓のユズ利用法の比較を行う中で、いくつかの課題が残った。日韓での文献調査やインタビューを
通して伝統的なユズ利用法と加工工場の工程等から基本的なユズ利用法の違いを明らかとした。しか
し、実際のユズ利用の実態を広範囲で網羅的にとらえることは難しい。そこで、本調査で調べた両国
のユズ利用例から代表的なものを選出し、消費者の認知度および喫食率等からユズ利用の実態を明
らかにする研究を計画中である。また、日本では甘味としてのゆず茶利用が比較的早く進んでいるのに
対し、韓国での酸味としてのユズ果汁利用はそれほど進んでいないと思われる点について、両国の柑
橘果汁に対する甘味、酸味の嗜好の違いが影響しているのではないかとの仮説を立てた。本課題につ
いても、官能評価等の手法を用いて検証することを検討中である。
本研究をきっかけに、さまざまな発展的研究につながる可能性を見いだせたことに感謝している。
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